
　　　　　　　　　　　　　　０７．０４．０５　栃木県テニス協会　

　　　　　　　　　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.２３)　

1､ＴＴＡの動き　　　
　1)2/18(日)18:00～　第３回理事会を終え､今後は､4/15(日)会計監査､4/22(日)15:00～　２００６年度総会
　　15:00～総会後､17:00～06年度優秀ﾌﾟﾚｰﾔｰ表彰式､17:30～懇親会｡総会は一年間のケジメ
　　であり､忌憚のない建設的なご意見をお願いします｡特に､06年度優秀ﾌﾟﾚｰﾔｰ表彰式の該当者の方は､
　　全員の方に出席(懇親会にも)していただき､プレーヤーのご意見も活発にお願いします｡

　2)０７年度の最初の大会の｢栃木県ベテランテニス選手権シングルス｣が､４／１(日)8:30～18:15屋板運動場
　　で､熱戦が繰り広げられた！！
男子 優勝 準優勝 ３位 ３位 ﾄﾞﾛｰ数 女子 優勝 準優勝 ３位 ３位 ﾄﾞﾛｰ数

３５才 江田秀樹 増田英倫 法師人行雄 川原井広美 １９ ４０才 松本恭子 小栗美佐江 青木香乃 杉本則子 ８

４０才 阿久津定之 落合聡 鈴木秀男 相田聡 １１ ４５才 田中明子 佐藤美枝子 ５

４５才 砺波哲也 増渕敏之 金子幸男 林孝 ２１ ５０才 松田洋子 山中美江子 辻紀代子 星野恵子 ８

５０才 人見正二 粕川幸司 橋本篤治 森岡清志 ９ ２１

５５才 中山三男 松田泰博 銭谷芳隆 青木康夫 ９

６０才 猪瀬久男 柴田良一 兵藤義以 飯箸素孝 １０

６５才 佐藤久和 植竹靖夫 ５

70才 小野寺重雄 志度谷健三 ４

８８

　<(井村)感想>

　　　1､1日で完了した｡一部試合は～１８：１５まで､ナイターも実施｡
　　　2､男子３５才と４５才は３２ドローであり､１Ｒと2Rは６ｹﾞｰﾑｽﾏｯﾁがﾍﾞﾀｰか来年検討要｡
　　　3､2名は辞退届があった｡当実６名のＮＳがあり､止むを得な事情もあるが､必ず辞退届け提出のこと｡
　　　4､出場選手は､｢０７年ルールブック｣を購入し､マナーとルールに則り､プレー要｡
　　　5､｢ハンドブック｣は早目に各人又は地区協会で購入し､ＴＴＡの大会と運営に理解を！
　　　6､HPもあるが､口コミで､多くの方が参加し､切磋琢磨する機会に！！　女性の多くの参加を！！

　3)訂正とお詫び
　　①『ＪＴＡで､グレードE～Hで､ドロー数が３の場合､猶予期間を設け､優勝者のみＪＯＰを与えた｡｢０７／４以降､
　　　猶予期間が終わり､ＪＯＰは４名以上のみ認める｣ことになった｡』とハンドブックに記載しましたが､
　　　正しくは『０７／４以降も､猶予期間を設け､グレードE～Hで､ドロー数が３の場合､ｄを当面の間適用し､
　　　優勝者のみＪＯＰを与える｡』

　4)全国大会の会場予定---多くの方の参加を！！

2､　３／２３(金)１４：００～　ＫＴＡ常務理事会の主な内容
　(1)関東ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会　　一般は4/20締切－4/27ﾄﾞﾛｰ会議｡ﾍﾞﾃﾗﾝは4/20締切－5/7ﾄﾞﾛｰ会議
　(2)ＪＴＡ　功労賞表彰者の推薦---埼玉､神奈川､東京､千葉､茨城､群馬から６名
　(3)4/25(水)14:00～　臨時常務理事会｡5/15(火)14:00～常務理事会､15:30～理事会､総会
　(4)ＪＴＡ｢ﾜﾝｺｲﾝ基金｣---恒久的に安定した資金集めに｡KTAとして専門委員会設ける｡
　(5)委員会､各都県報告
　　1)国体(田村)---①3/9付　日体協/JTAで､｢罰則規定｣　②関ブロ---６代表枠決定方法(最小試合､公平性)
　　　　　　　　　③都市対抗---６枠｡山梨県辞退､茨城県は4/2に決定｡関東予選無しになるかも？
　　2)ジュニア(榎本)---｢ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾝﾄﾘｰ規程｣｡20,000人の参加者に封書で通知で費用と手間多大｡
　　3)普及(飯田)---ﾘﾌﾚｯｼｭ講習会①7/1～山梨で､ﾘﾌﾚｯｼｭ講習会②1/14白子で｡上級は9/15～17＋10/21～22
　　4)東京都---東京ｵｰﾌﾟﾝ　男子S　621人､女子S　327人｡男子D　200組､女子D　340組｡
　　　　　　　　　　ﾍﾞﾃﾗﾝﾘｰｸﾞ---1ﾁｰﾑ8名､D*3試合､6月の土曜日開催
　　5)千葉県---H18年度決算　収入26,140K¥-支出25,380K¥=760K¥残
　　　　　　　　　６０周年(年明けにささやかに1,000K¥か､前に2,000K¥が5,000K¥かかった)｡　例)神奈川県　2,500K¥かかった

　　6)栃木県---(井村)から､A4で一枚にまとめ配布｡TTAの動き､JTAからの｢ﾜﾝｺｲﾝ基金｣の説明
　　7)神奈川県---ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾐﾅｰの実施し､踵とかアキレス腱の問題
　　8)茨城県---ベテラン大会が盛況､秋には女子35才も実施｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　国民体育大会 　　ねんりんピック ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ祭(ｽﾎﾟﾚｸ) 日本スポーツマスターズ

　回次 開催県 　回次 開催県 　回次 開催県 開催県

2007年(H19年) 第62回 秋田県 第20回  茨城県 第20回　 青森県 滋賀県

2008年(H20年) 第63回 大分県 　第21回 　 鹿児島県 第21回　 滋賀県 高知県



　　　　　０７．０５．０１　栃木県テニス協会

　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.２４)　

1､ＴＴＡの動き　　　
　1､1　4/22(日)　2006年度総会　(15:00～17:10　総会､17:15～17:40　表彰式､17:45～19:30懇親会)
　　(1)｢2006年度実績と反省｣は､2/18(日)理事会及び､3/31(土)決算を踏まえ､その変更点等を説明した｡
　　　　4/15(日)の会計監査につき､足利テニス協会(柴田)氏､佐野テニス協会(福地)氏から｢正常かつ妥当｣との報告があった｡

　　(2)０７．４．１付組織改正･人事異動---ランキング委員会の新設｡常務理事と理事の異動報告｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JTA､KTAの委員報告
　　(3)０６年度決算時の繰越金が約140万円になり、前年の約２倍に回復した｡今後は､２つのWG
　　    ①ジュニア育成強化１０ｹ年計画　　②DBの確立､競技運営の充実､JOPとの連携での検討に基づき､
　　　　０７年度予算にも盛り込み､重点投資と共に､スピード化を図り､一方経費削減努力も継続して推進したい｡
　　(4)質疑では､1)一般の部競技のABC区分につき､｢十分に周知徹底さていたか｣については､普段から
　　　　その努力に努めているが､更に継続的に図っていきたいと思う｡　　2)地区協会分担金を含め､
　　　　大会参加費の値上げ等につき､事前説明､相互理解(納得性､議論を尽くす所は尽くす)に努める｡
　　　　3)ジュニア強化策を逞しく実践していき｢栃木県きおこの有り｣の気概で取組んでいく｡

　1､2　栃木県体育協会　4/26(木)13:30～H19年度競技団体理事長･強化部長･事務担当者会議
　　(1)全４０種目の代表者が出席＋中体連､高体連｡県の普及強化の具体化と予算の示達｡
　　(2)テニス---大会基本強化費５１０ｋ¥＋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄVﾛｰﾄﾞ事業<一貫指導ｼｽﾃﾑ３００ｋ¥+ﾄｯﾌﾟ指導者招聘２００ｋ¥>
　　　　　　　　　　　＋高校強化奨励費<競技別４００ｋ¥＋重点･指定運動部６００ｋ¥>＝２，０１０ｋ¥/年の強化への有効活用

2､　JTA､ＫＴＡの動き
　2､1　JTAの｢マナーキッズテニス｣---栃木県でもジュニア委員会中心に具体化検討中
　　(1)4/23(月)18:00～　岸記念体育館　１０３会議室　　各県等から２５名参加
　　(2)第3回文部科学大臣杯マナーキッズ全国小学生団体戦の実施に向け､マニュアル作成と委員会での具体化
　　(3)サポーター募集及び寄付者への２００７年度ご寄付お願い
　　　1)テニス事業協会､プロテニス協会、女子連と連携し組織的にPR
　　　2)７大学OB会、各大学OB会、ベテラン大会会場で協賛依頼
　　(4)次回　　5月１０日（木）18時～20時　岸記念体育館　５０５会議室

　2､2　KTA　2007年度第1回常務理事会　4/25(水)14:00～16:30
　(1)5/15(火)総会及び理事会に向け､｢H18年度実績､H19年度事業計画と予算等｣の討議｡
　(2)関東ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会　　一般は4/20締切－4/27ﾄﾞﾛｰ会議｡ﾍﾞﾃﾗﾝは4/20締切－5/7ﾄﾞﾛｰ会議
　　1)栃木県からは､一般に､①男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　箱島正隆　　②女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　吉田麻美　　③男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　福田隆一･坂本光広　は､
　　　　各都県ワイルドカードで推薦出場｡男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽのJOP１２位の佐藤政大･伊藤忠大が出場する｡

　　2)ベテランの部のシングルスには､８名出場予定
　　3)関東オープンの選考方法（シングルスの場合)---4/27(金)選考委員会による

　(3)ＪＴＡ｢ﾜﾝｺｲﾝ基金｣---恒久的に安定した資金集めに｡KTAとして専門委員会設ける｡
　　1)ＪＴＡから､(橋本)氏が見え､KTA常務理事会で説明---100円/人､大会＊各都県大会参加者数｡
　　2)各都県からは､実情を吐露し､ＪＴＡの理解を求めた｡
　　　①栃木県---今年一年がかりで､大会参加費の値上げ｡ジュニア１０ｹ年計画＋ＤＢ､JOPのOA推進｡
　　　　　　　　　　　　県で５００K¥/年の負担---内税(TTA収支圧迫)/外税(会員の理解は---)
　　　②千葉県---賞品･ボール代等経費削減努めてる｡ジュニア基金２００円実施済み
　　　③東京都---メジャースポーツの定義は｡サッカーは､サポーターと入場料収入で賄ってる｡
　　　　　　　　　　　皆が喜んで｢ワンコイン｣出すシステム作りを！！
　　　④埼玉県---JTAの財務戦略は｡クラブＪＴＡの会員はどうなったか､ジュニアも然り----｡

以上

NO 選考方法 男子シングルス 女子シングルス

出場手順 本戦枠 出場手順 本戦枠

1 申込 ４月のＪＯＰ順に､申込者１６１名 ６４名 ９０名 ６４名

2 本戦 JOPNO1～４０ ４０名 JOPNO1～４０ ４０名

3 各都県ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ６名枠に対し､3名推薦､枠３名余り 　３名 ６名枠に対し､５名推薦､枠１名余り 　５名

につき､本戦に３名出場(JOPNO41～43) 　３名 につき､本戦に１名出場(JOPNO41) 　１名

4 ２次予選 JOPNO４４～１００－１(WC1学連)=56名 １０名 JOPNO42～90-WC5=44 １８名

5 1次予選 JOPNO101～161-2(WD2名(群馬､栃木) 　８名

=59名で1次予選｡８ﾌﾞﾛｯｸ､８ｹﾞｰﾑｽﾏｯﾁ



　　　　　０７．０６．０１　栃木県テニス協会

　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.２５)　

1､ＴＴＡの動き　　　
　1､1　第２０回全国スポーツ･レクリェーション祭｢年齢別テニス｣(スポレクあおもり２００７)の栃木県予選

ミックス 優勝 準優勝 ３位 ３位 ﾄﾞﾛｰ数

坂田陽一 竹澤信隆 小嶋裕一 半田守可 ９   ･５／１９(土)9:00～14:15屋板運動場

田村亜紀子 中山晴美 小嶋栄美 鈴木直子 　　で､熱戦が繰り広げられた！！

渡辺努 寺崎達也 藤瀬正邦 吉川典男 １６ 　･昨年の全国大会はﾍﾞｽﾄ８で､今年は

松沼文子 木村千晴 藤瀬真理 大塚美智子 　　更なる成績を期待！！

福田利彦 津田眞 ３
岡田律子 八筬ミツ子

３０才､４０才､５０才ミックスの県優勝者が ２８
０７．９．２３(日)～２４(月)　八戸市　での全国大会出場　(監督は､坂田陽一氏)

　1､2　ねんりんピックとちぎ２００７(ねんりんピックいばらぎ)栃木県テニス予選大会
ミックス 優勝 準優勝 ３位 ３位 ﾄﾞﾛｰ数

柴田良一 藁科誠 小林昭次 泉多吉郎 　５／２７(日)9:00～14:40屋板運動場

小堀和夫 植竹靖夫 田尻英夫 井村孝一 　で､熱戦が繰り広げられた！！

小田切勝雄 福原啓介
篠田信征 志度谷健三

六谷美智子 小坂晴美 小林ヒサ 杉村房子

木村敬子 籾山和子 大森逸子 永井洋子

男女60才ﾍﾟｱと､男子70才ﾍﾟｱの県優勝者が １８
07.11.10(土）～12(月)　茨城県筑西市での全国大会出場　(監督は､柴田良一氏)

  1､3　2007年度 栃木県テニス協会　第１回 委員長会議開催　６月17日(日)　18:00～21:00
　　　　　約１５件程の当面の懸案事項につき､実質的な議論と､意思決定をし､進めたい｡

2､　ＫＴＡの動き　　(尚JTAは､5/31(木)に､｢H18年度事業/決算｣につき評議員会で承認された)

　　(1)5/15(火)14:30～15:15　常務理事会｡15:30～16:09　H18年度総会･理事会｡15:10～16:21　H19年度総会･理事会｡

　　　　　以上終了後､約40分､JTA(盛田)会長の｢この６年間の歩み｣｢ワンコイン制度｣の説明があった｡その後立食で懇親会

　　(2)4/25(水)の常務理事会で､事前に議論は終えており､総会･理事会は順調に進行した｡

3､　他県大会の実績報告　
　3､1　第3回ヨネックス杯東オープンベテランテニス選手権大会
　　男子シングルスの部 　  
　　　・60才以上 ①猪瀬久男（宇都宮TC）　　ベスト4　　　②佐藤政雄（サトウGTC）　　ベスト8 

　　　・65才以上 ①佐藤久和（ナマエTC） 　    優勝  

　　男子ダブルスの部
　　　・60才以上  ①猪瀬久男（宇都宮TC）/｛ 高橋　勲（光が丘TC）｝    準優勝

②佐藤政雄（サトウGTC）/｛柴田良一（石橋TC）｝　　　ベスト4

 　　 ・65才以上 ①佐藤久和（ナマエTS）/｛川緑　衛 （高洲TC）｝        優勝

　　他に､男子Sに4名､女子Sに2名出場｡男子Dに1ﾍﾟｱ出場｡

 3､2　第43回東京オープンテニス選手権（テイジンベテラ対象大会グレードD1） ベテランの部
　１)期日：4月16日（月）～4月29日（日）
　２)会場：東京都立有明テニスの森公園（ハードコート・砂入り人工芝）　　　昭和の森テニスクラブ（砂入り人工芝）
　　男子シングルスの部
　　　　･35才以上 ①佐藤政大（サトウGTC）   　　 ベスト4

 　　　 ･65才以上 ①佐藤久和（ナマイTS）          準優勝

　　　　･70才以上 ①小野寺重雄（サトウGTC）　　　ベスト16

　　男子ダブルスの部
 　　　　･60才以上 ①猪瀬久男（宇都宮TC）/高橋　勲（光が丘TC）　　　        ベスト8

　　　　 ･65才以上 ①佐藤久和（ナマイTS）/川緑 衛（高洲TC）　　　　　　　　　 優勝

         ･70才以上 ①大峠昌功（フォールート）/興石文麿（群馬県テニス協会）    準優勝

　　他に､男子Sに8名､女子Sに2名出場｡男子Dに2ﾍﾟｱ出場､女子Dに1ﾍﾟｱ出場｡
以上

男子7０才 ４

女子6０才 ６

５０才

男子6０才 ８

３０才

４０才



　今回は委員長会議の内容を詳細に記入しました｡ご意見等ありましたら､ 　　　　　０７．０７．０５　栃木県テニス協会
　kouichiimura@ybb.ne.jp　へ忌憚のない建設的ご意見をﾒｰﾙ下さい｡ 　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.２６)　

1､ＴＴＡの動き　　　
　1､1　2007年度 栃木県テニス協会　第１回 委員長会議開催　６月17日(日)　18:00～21:00

　　1､1､1　ＪＴＡ｢ワンコイン制度｣---

　　　(1)経過　　1)３/１７(土)ＪＴＡ(青木)ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長が見え､｢ワンコイン制度｣の説明と共に､県実情と意見交換

　　　　　　　　　　2)３/２３(金)KTA常務理事会で栃木県の意見をA4一枚で説明

　　　　　　　　　　3)４/２５(水)KTA常務理事会でのJTAの説明と各県意見交換

　　　　　①栃木県---今年一年がかりで､大会参加費の値上げ｡ジュニア１０ｹ年計画＋ＤＢ､JOPのOA推進｡

　　　　　　　　　　　　　　県で５００K¥/年の負担---内税(TTA収支圧迫)/外税(会員の理解は---)

　　　　　②千葉県---賞品･ボール代等経費削減努めてる｡ジュニア基金２００円実施済み

　　　　　③東京都---メジャースポーツの定義は｡サッカーは､サポーターと入場料収入で賄ってる｡皆が喜んで｢ワンコイン｣出すシステム作りを！！

　　　　　④埼玉県---JTAの財務戦略は｡クラブＪＴＡの会員はどうなったか､ジュニアも然り----｡

　　　4)５／３１(木)ＪＴＡ評議員会で､｢盛田会長就任のH13年度からの歩み､赤字体質打破､今回のﾜﾝｺｲﾝ制度の理解

　　　(2)委員長会議での主な意見　　①県からＫＴＡに年間800K¥納入､JTAとの一本化を　　②県へのﾒﾘｯﾄは何か

　　　　　③JTA収支状況は､ＮＴCの利用還元策は　　④高体連厳しい､2～3ｹ年計画を　　⑤浸透するのに時間かかる

　　1､1､2　関東､全国レベルの大会予定と､栃木県の開催会場予定

　　1､1､3　タイブレーク・ゲームの件

　｢ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ07｣P29規則10｢ﾀｲﾌﾞﾚｰｸｹﾞｰﾑで､次のｴﾝﾄﾞ交代方法を取ってもよい｣---第1ﾎﾟｲﾝﾄ終ったらすぐｴﾝﾄﾞ交代し､以後は4ﾎﾟｲﾝﾄ毎の交代する｡

　1)栃木県内大会は､当面現状通り(慣れもあり)で進める｡
　2)全日本都市対抗以降と共に､０７年度後半(07/10以降)で栃木県テニス協会の委員長会議で議論するが､新ルールを採用は､ＩＴＦの動きに連動としたい

　　1､1､4　08年度の4～5月の大会日程の検討---07/10目途に決定要　

　1)今年は､県ＳとDの大会を終えたが､一部ベテランからの要望で､｢来年は､Dを４月に､Sを５月(連休もあり)｡連休にﾀﾞﾌﾞﾙｽ

　　だとペア調整難しい｡参加者増のためにも変えた方がいい｡｣と｡　2)実業団委員会及び競技運営委員会と早目に調整したい｡

　　1､1､5　ＴＴＡ５０周年事業(０８年度)の検討---総務経理委員会で時期､方法､費用の検討｡

　　　　　尚他県協会は､千葉県　６０周年　　2.000K¥→5,000K¥　　国体と60周年に各1,000K¥積立｡神奈川県は､2,500K¥｡

　　 1､1､6　国体関東ブロック予選(8/18(土)～19(日)埼玉県にて)---成年男子(箱島正隆)(中野純平)｡成年女子(松重貴子)(柴原愛美)

　　1､1､7　第２回とちぎｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(ｸﾞﾚｰﾄﾞ4B)　　8/26(日)､9/1(土)､8(土)､9(日)　予備9/23(日)､24(月)

　　　　　　　12才以下､14才以下､16才以下､18才以下の男女シングルス｡昨年は約５００名参加多くの参加を！！

　　1､1､8　二重登録問題の徹底---KTAでもジュニアのﾀﾞﾌﾞﾙｴﾝﾄﾘｰにつき通達

　　1､1､9　個人登録状況の促進と徹底---宇都宮､足利､日光の各協会のご協力を！

　　1､1､10　9/7(金)～9(日)　関東実業団対抗ﾃﾆｽﾘｰｸﾞ戦(西川田にて)---男子キャノン､女子栃木県庁が出場

　　　　　　　尚ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ･ﾃﾆｽ関東大会---男子ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ+富士重工｡女子本田技術研究所　が出場

　　1､1､11　ＴＴＡ事務所移転予定---現(増渕)会長の事務所の一角をお借りしている｡近々に移転予定｡

　　1､1､12　ＴＴＡロゴマークの募集---ＨＰに掲載

　　1､1､13　ＴＴＡ委員長会議､理事会､総会等年間日程計画｡県体協｢プロジェクトVロード　一貫指導システムの推進｡

　　　　　　　　｢トップ指導者招聘事業の推進｣｡   9/23(日)テニスの日の推進｡

2､　他県大会の実績報告　　第36回ブリヂストンカップ北海道毎日テニス選手権大会　6/18(月)～24(日)

　　　千歳市内の３コートで実施---シングルス　男子60才以上猪瀬久男（MTC）ベスト4｡70才以上小野寺重雄（サトウGTC）準優勝

ＪＴＡの恒久的に安定した資金確保策の一つ｡08年度から100円/人､大会＊各都県大会参加者数をJTAに納
入｡試算すると栃木県で年間500K¥納入？　今後一年間かけ説明会､KTAでも専門委員会で検討｡

　国民体育大会 国体 　関東実業団 　　ねんりんピック 日本スポーツマスターズ

　回次 開催県 関東ﾌﾞﾛｯｸ予選 関東ﾘｰｸﾞ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ 　回次 開催県 　回次 開催県 開催県

2007年(H19年) 第62回 秋田県 埼玉県 栃木県 第20回  茨城県 第20回　 青森県 滋賀県

2008年(H20年) 第63回 大分県 第21回 　 鹿児島県 第21回　 滋賀県 高知県

2009年(H21年) 第64回 新潟県 栃木県 第22回   北海道・札幌市 第22回　 宮崎県 静岡県

2010年(H22年) 第65回 千葉県 第23回   石川県 第23回　 富山県 三重県

2011年(H23年) 第66回 山口県 第24回   熊本県 第24回　 栃木県 今後は未定

2012年(H24年) 第67回 岐阜県 第25回   宮城県・仙台市

2013年(H25年) 第68回 東京都 栃木県 第26回 高知県

2014年(H26年) 第69回 長崎県 栃木県? 第27回 栃木県

2015年(H27年) 第28回 山口県

2016年(H28年) 栃木県 第29回 長崎県

2017年(H29年) 第72回 愛媛県

秋田県9/29～10/9｡ 04神奈川県　　05東京都 茨城県11月10日（土）～11月13日（火） 滋賀県　平成19年9月14日(金) 開会式(前夜祭)

大分県9/27～10/7 06栃木県 鹿児島県10月25日（土）～10月28日（火） 　　　　　　　　　　　9月15日(土)～18日(火) 競技会

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ祭(ｽﾎﾟﾚ
ｸ)

NO 開催日時 大会名 会場 種目 担当協会 締切
4月14・15・22日

(予備日）4月28日

4月1日・8日 男子35～70歳

(予備日）4月21日 女子40～65歳

4月29･5月4・5日(予5/12) 一般男子・女子

5月3日(予5/12)
男子35～70歳
女子40～65歳

屋板運動場
井頭公園
鬼怒グリーンパーク

宇都宮 3月1日

1
県テニス選手権
シングルス

栃木県総合運動公園
井頭公園
清原中央公園

一般男子・女子

3月30日3
県テニス選手権
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

小山市/栃木市
屋板運動場
鬼怒グリーンパーク

県南協会

宇都宮
真岡

3月14日

2
栃木県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ
選手権



　　　　　０７．０８．０１　栃木県テニス協会

　　　　　　　　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.２７)　

1､KＴＡの動き　　7/18(水)13:00～14:30　国体部会　　15:00～17:12　常務理事会

　1､1　国体部会　　
　　１）会場　さいたま市大宮第二公園第一テニスコート（砂入り人工芝：16面） 
　　2)監督者会議　8月17日（金）18:00～19:00 　マロウドイン大宮（宿泊ホテル）（引き続き同会場にて懇親会を開催する。）

　　3)日程　　　　　８月１８日（土）　　８：５０　役員･選手集合､　９：００　開会式､　１０：００　　　試合開始
　　　　　　　　　　　 ８月１９日（日）　　９：３０　　試合開始､　　試合終了後　　　閉会式
　　4)練習時間　　大会前日（8/17日）12:00～17:00　　 大宮第二公園コート   各都県２面割当
　　　　　　     　　　大会一日目（8/18日） 9:30～9:50　　　　　〃
　　　　　　     　　　大会二日目（8/19日） 9:00～9:20      　　〃
　　5)雨天時の悪天候の場合　大会当日雨天等により日程がずれ込んだ場合、18日（土）、19日（日）ナイター１１面

　　　（天沼公園テニスコート：屋外砂入り人工芝コート）を使用して、試合を終了させるように準備しています。

　　6)関東学生が､8/13(月)からで､雨で延びると､関ブロとかち合う｡ＫＴＡから関東学連に文書提出と調整会議｡
　　　今年の関ブロに､学生(男子４人､女子１１人)出場､特にベスト４以内に入る人材もいる｡雨で延びればﾍﾞｽﾄ８､
　　　ﾍﾞｽﾄ１６でも引っかかる人も出て､関ブロの交替要員いない｡
　　7)関東ブロック大会の組合せ　　　栃木県勢の活躍にご声援を！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　1､2　KTA　常務理事会

　　　(1)第８１回関東オープン(一般)の状況

一般 参加総数 内学生数 成績 一般 参加総数 内学生数 成績

男子Ｓ 161人 30人 Sﾍﾞｽﾄ4に学生2人 女子Ｓ 89人 29人

　    Ｄ 50ﾍﾟｱ 16ﾍﾟｱ Ｄﾍﾞｽﾄ4に学生2ﾍﾟｱ 　　  Ｄ 27ﾍﾟｱ 13ﾍﾟｱ

1)ダブルスの参加者が少ない､もっと多くの参加を！！

2)参加料---参加資格を得た人は､期日までに納入のこと､Ｓで56人､Ｄで17ﾍﾟｱが失格となった｡

3)ベテランの部は､来年の選考基準を見直しする｡特に５５才以上の参加者数と､東京ｵｰﾌﾟﾝの基準見直し要｡

　　　(2)ＪＴＡ　ワンコイン制度について　　ＴＴＡで8/26(日)理事会の参考にして下さい｡

1)ＫＴＡからＪＴＡの代表に(磯部)氏が､７／２９(日)ＪＴＡの会議に代表で出席｡

2)(森下)意見---ＪＴＡは､ベテラン大会の認識甘い｡市場調査も要｡制度に賛同しないとＪＯＰ大会公認しないというが？

3)(飯田)意見---一貫指導システムにつき２３都県までしか浸透していない｡ＪＴＡでもっと討議要｡世界の中の日本のテニス界の発展を｡

4)東京都---クラブＪＴＡのあり方は｡ＰＲ方法の検討要｡ＫＴＡもリーダシップを

5)栃木県---6/17(日)委員長会議踏まえ､①ＫＴＡに年800K¥納めているが､ＪＴＡの資金集めの方策は　　

　　②今年大会参加費値上げ､更に100円説得力ある説明出来ない(ＴＴＡでは年500K¥負担増)　　③各都県厳しい予実算を理解を

6)山梨県---100円上乗せの説得材料要｡

7)神奈川県---10年前から100円基金実施､更にか｡サッカーはサポ－ターが理解

　　(3)ノーアドは､故意のミスジャッジもあり､本来の姿に｡時間は7分程度増で､ノーアド辞めて欲しい要望多い｡

　　(4)ＡＩＧオープンの組織販売に協力を！　　　(5)スポレク､ねんりん､マスターズの参加年令の見直し中

2､　他県大会の実績報告　　第81回関東オープンテニス選手権大会(ベテランの部)　　栃木県勢の更なる参加を！！
　　(1)　07/5/28～6/3　　　舎人会場･小田原会場･柏会場･昭和の森会場の４会場で実施　　　 

  　(2)シングルス

　　　・男子50才以上 ・43人見正二（ジョイナス）　　　　 2R 55才以上　　　・10中山三男（小山高専 1R

                  60才以上 ・25佐藤政雄（さとうGTC） ベスト8 ・27猪瀬久男（MTC）             2R

                                     ・51幸田和男（みかも山GTC） 　 2R

　　　　　　　　65才以上 ・36佐藤久和（ナマイTS）　　　　 ベスト16

　　　　　　　　　　　70才以上 ・28小野寺重雄（サトウGTC）　  ベスト16

　　　・女子40才以上　　　 ・57松本恭子（クロスポイント）　　 2R 45才以上　　　 ・62佐藤美枝子（ﾌｫｰﾙｰﾄ 2R

　　　　　　　65才以上　　　 ・9本田美智子（みかも山GTC） 2R

　　(3)ダブルス

　　　・男子55才以上 13中山三男（小山高専）・大野義和（TEAM JANNU）　 ベスト8　

　　　　　　　　　　　　　　  　 60才以上 18佐藤政雄（さとうGTC）・幸田和男（みかも山GTC）　 　1R

24猪瀬久男（MTC）・高橋　勲（光が丘TC）　　　　　　　 ベスト16

　　　　　　　　　65才以上 48佐藤久和（ナマイTC）・川緑　衛（高洲TC）　　　　　　 優勝

　　　　　　 70才以上 12輿石文麿（ﾗ・ﾎﾟｰﾑあすなろRC）・大峠昌功（ﾌｫｰﾙｰﾄ） ベスト8 以上

SＤ共学生が優勝

●組合せ　【成年男子】　　８月１８日（土）　《１日目》 ●組合せ　 【成年女子】　　８月１８日（土）　《１日目》

Aブロック Bブロック Aブロック Bブロック
1 東京 5 山梨 1 神奈川 5 東京
2 栃木 6 群馬 2 群馬 6 山梨

3 埼玉 7 千葉 3 千葉 7 栃木
4 神奈川 8 茨城 4 埼玉 8 茨城



　　　　　０７．０９．０５　栃木県テニス協会

　　　　　　　　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.２８)　

1､８／２６(日)１８：００～２０：３０　ＴＴＡ第１回理事会
　1､1　(井村)からの報告､懸案事項の意見交換　　
　　　｢情報が一方通行にならぬよう情報共有｣と｢ＴＴＡの動きの相互理解｣のため｡一読の上､｢個の率直な意見｣を!!

　　(１）　秋田国体　関東ブロック｢予選　<さいたま市大宮第二公園第一テニスコート（砂入り人工芝：16面）>
　　　1)8/18(土)～19(日)２日間で8都県中､6都県が本大会出場｡炎天下であり､最小試合数､公平性で選出
　　　2)関東代表 男子 東京① 千葉② 埼玉③ 神奈川④ 群馬⑤ 茨城⑥

女子 埼玉① 千葉② 神奈川③ 東京④ 栃木⑤ 茨城⑥
詳細内容は､理事会資料又は､TTAのHPを参照下さい｡

　　　3)選手初め、監督<阿久津、菊地>、アスレティックトレーナー(海老澤)氏、皆さん本当にご苦労様でした。
　　　　 男子選手（箱島正隆)(中野純平)｡女子選手(柴原愛美)(尾形優希)が出場｡
　　　4)少年男女は本大会にストレートイン---78/7(土)に県予選｡男子１７名から､女子２２名からで各２名選出
　　　　　男子　毛塚監督＋望月､北村選手｡女子　山岸監督＋渡邉､石井選手⇒9/30(日)～10/3(水)　秋田わか杉国体

　　(2)　ＪＴＡ｢ワンコイン制度｣
　　　1)ＪＴＡの趣旨　　①恒久的に安定した資金確保策の一つ　②08年度から100円/人､大会＊各都県大会参加者数を納入｡

　　　　　　③試算すると栃木県で年間約500K¥納入か　　　④今後一年間かけ説明会､各都県内検討とKTAでも専門委員会で検討｡

　　　2)KTA総務委員会内に、育成指導強化資金小委員会を設置｡各都県から委員---9/20(木)15:00～第1回､(久保田)副が出席

　　　3)理事意見　　①３種類---レジャー､スポーツ､競技となる｡１００円外税となると反発

　　　　　　　　　　　　 ②今年大会参加料を値上げしたばかり､またかとなる

　　　　　　　　　　　　 ③08年県大会レベル､09年は市町村とならぬようＫＴＡ､JTAに意見を!

　　(3)　県大会の時期とJOP大会の見直し　

　　　1)春の県選手権のＳＤの時期の見直し---連休時のﾀﾞﾌﾞﾙｽの参加人数の問題も有り

　　　2)下野新聞社杯は､JOPのＦ大会だが､他県選手の要望もあり､08年からオープン大会としたい｡07.10.20にJTAに申請要｡

　　(4) タイブレーク・ゲームの件の検討--｢ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ07｣P29規則10｢ﾀｲﾌﾞﾚｰｸｹﾞｰﾑで､次のｴﾝﾄﾞ交代方法を取ってもよい｣第1ﾎﾟｲﾝﾄ終ったらすぐｴﾝﾄﾞ交代し､以後は4ﾎﾟｲﾝﾄ毎の交代する｡

　　　　　　理事意見｢やっと理解し始めた｡浸透していない､今のままでいい｡｣

　　(5)　ノーアド又はセミアドバンテージ方式の検討　　理事意見｢茨城県では､ﾉｰｱﾄﾞって何と?}言う人もいる｡

　　(6)　ＴＴＡ５０周年(08.4.1)事業の検討---50周年のケジメのつけ方｡総務経理委員会で時期､方法､費用の検討要｡

　1､2　(青柳)副理事長報告(とちぎオープンジュニアの大会初日で理事会は欠席)
　　1)とちぎオープンジュニア　４８２名参加　　2)県体協と連携し｢一貫指導関連事業｣　　3)10/21(日)9:30～12:00　ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ(栃木市第3小)

　1､3　9/7(金)～9(日)　第22回関東実業団対抗テニスリーグ戦　　男子--キャノン栃木､本田技研　　女子--栃木県庁､宇大教職員

　1､4　ＴＴＡへの個人登録状況---8/20現在　３，５９３名､前年比-199名で､今後宇都宮､足利等の促進を!

　1､5　０７年度中間決算と年度末見通し---9/21(金)提出､10/14(日)第2回委員長会議で検討と詰め

　1､6　９／２３(日)テニスの日

　　1)西川田の県総合運動公園にて､下野新聞社杯　栃木県秋季テニス選手権(シングルス)と共に実施

　　2)キッズ体験テニス教室､ジュニアテニスレッスン､一般レッスン---TTAのHP(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)でも募集中

　1､7　ＴＴＡ　ロゴマークの募集　　9/30必着､多くの会員のご意見を!!

　1､8　関東及び全国大会レベルの栃木県担当の予定

　　1)国体---’１０年　千葉県(第65回)､　’１３年　東京都(第68回)　　2)国体関東ﾌﾞﾛｯｸ予選--’１４年栃木県(06年に担当)

　　2)関東実業団　　関東リーグ　’０７年→’１３年　　　　　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ　’０９年→’１６年

　　3)ねんりんピック　’１４年　　　　　4)スポレク　　’１１年

2､　他県大会の実績報告　　｢’０７　関西オープン｣　　栃木県勢　大活躍！！
　　(1)　8/20(月)～26(日)　　　甲子園テニスクラブ・薬業鳴尾浜スポーツセンター･芦屋国際ローンテニスクラブ・六甲アイランド

　　　　　 　　　　　　　　　　テニスクラブの４会場で実施　　　 

  　(2)シングルス

　　　・男子　　　　35才以上 佐藤政大（サトウGTC） 優　勝    

55才以上　　　中山三男（みかも山GTC）　　　　 2R

　　　　　　　　65才以上 佐藤久和（ナマイTS）　　　　 優　勝    
　　　　　　　　　　　
　　　・女子　 65才以上　　　 本田美智子（みかも山GTC） 　ベスト8
　　　　　　　  
　　(3)ダブルス

　　　・男子　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　55才以上 中山三男（みかも山GTC）・大野義和（TEAM JANNU）　 ベスト8　 以上
　　　　　　　　　　　　　　  　 



　　　　　０７．１０．０３　栃木県テニス協会

　　　　　　　　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.２９)　

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　ソニー生命カップ第29回全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会栃木県予選　
　　　1)予選　9/13(木)　　　　本戦9/25(火)～26(水)２日間
　　　2)9/13(木)予選時に､(井村)挨拶の主な内容(ご参考)
　　　　①生憎昨日は雨｡今年は猛暑､秋は雨が多いとの予報､秋晴れを願いたい｡
　　　　②この大会が２９回､女子連発足して４０周年｡私のテニス歴は４８年､県テニス協会が来年５０周年､早いものです｡
　　　　③ＴＴＡで力入れてるのは｢次代を担うジュニアの育成強化１０ｹ年計画｣で､大いに手を打っていきたい｡
　　　　⑤JTA(盛田)会長は女子連の大会に際し｢ジュニアの子供達から見ても､フェアで､ファイト溢れる大会に盛り上げ
　　　　　　て欲しい｣と｡ソニー生命のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰの方が大会をﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしてくれています｡そのためにも､｢打つ所は深く
　　　　　　打つ､もう一球粘る所は粘る｣で大いに力発揮下さい｡
　　　　⑥(小島)さん初め､運営委員の方は大変だが宜しくお願いします｡全国大会は３ペア出場目指し頑張って下さい｡

　1､2　9/30(日)18:00～21:15　ＴＴＡサミット会議(副理事長以上4名で､懸案事項につき､本音で忌憚のない意見交換)
　　　①ワンコイン制度の動き---9/20(木）ＫＴＡで､育成強化資金小委員会---(久保田)副が出席｡ＫＴＡからＪＴＡに10/1付で｢要望書｣提出

　　　②０７～０８年度の事業計画と収支概算---事業収入のあり方と50周年事業の内容

　　　③０７年度中間決算の進捗状況　早目早目に手を打つ　　④10/15(月)～ＴＴＡ事務所移転

2､　第３回ＪＯＣスポーツと環境　地域セミナー　　(ＪＴＡ代表で（井村)他出席)

　　　1)９／１４(金)１３：３０～１７：００　東京都庁　都民ホール(都議会議事堂一階南側)　約２５０名参加

　　　2)スポーツと環境
　　　　①スポーツを愛する私たちも皆､地球人
　　　　②私達の宇宙船｢地球号｣の乗組員として､環境を大切にする義務
　　　　③think globally,act locally(地球規模で考え､身の回りの出来る事を実行する)
　　　　④モノを大切にする｡３Ｒの実行---削減(Reduce)　　再使用(Ｒeuse)　　リサイクル(Ｒecycle)

　　　3)身近なことから実践を！！
　　　　①蛇口はこまめににしめよう　　　　　一世帯当りの年間CO2削減効果　約６５㎏　　　一年間の節約金額　約４，０００円　　　　　　　
　　　　②アイドリングをなくそう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約３９㎏　　　　　　　　　　　　　　　　約２，０００円　　　　　　　　
　　　　③エコ製品を選んで買おう　　　　　　　　　　　冷蔵庫　　　　　　　　　　　約１７０㎏　　           　　　　　　　約１１，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エアコン　　　　　　　　　　　約１３０㎏　　　　　　　　　　　　　　　約８，７００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電球型蛍光灯ランプ　　　　約３０㎏　　　　　　　　　　　　　　　 約１，４００円
　　　　④過剰包装を断ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約５８㎏
　　　　⑤コンセントをこまめに抜こう　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　約８７㎏　　　　　　　　　　　　　　　 約６，０００円　
　　　　⑥冷房は28度Ｃに設定しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約３１㎏　　　　　　　　　　　　　　   約２，０００円　

これだけでも一世帯当りの年間CO2削減効果　　　　　　　約６１０㎏

　　　4)温暖化でスポーツを消さないで！！
　　　　　－未来のために､地球のために－
　　　　　　　｢チーム－６％｣にあなたの力を貸して下さい｡

３､　他県大会の実績報告　栃木県勢　大活躍！！
　3､1　第22回東北ベテランテニス選手権大会（JOPグレードD1対象大会）　8/7(火)～12(日)　山形県総合運動公園（砂入り人工芝）

　　　･男子65才以上シングルス　　　　　小坂冨吉（フォールート）　　　　　2R

　　　　　   70才以上シングルス　　　　　小野寺重雄（サトウGTC）　　　　優勝

      ・男子70才以上ダブルス　　　　　　大峠昌功（フォールート）・清水蒸司（ウエストGTC）　　　　準優勝

　3､2　第86回毎日テニス選手権(JOPグレードC1)　7/30(月)～8/19(日)

　　　　　　会場：昭和の森テニスクラブ・新座ローンテニスクラブ・野火止テニスクラブ・西武ドームテニスクラブ

　　･男子55才以上 シングルス　　　中山三男（みかも山TC）         2R
ダブルス　　 中山三男（みかも山TC）・大野義和（TEAM JANNU）   ベスト４

　　･男子60才以上 シングルス　　　 猪瀬久男（MTC）　　　　　　　ベスト16
             　 　　柴田良一（石橋TTC）　　　　　1R 　　
ダブルス　　　　　猪瀬久男（MTC）・高橋　勲 （光が丘TC）　　　　　2R　       

　　･男子65才以上 シングルス　　佐藤久和（ナマイTC）　　　　　ベスト8
ダブルス 　　　 佐藤久和（ナマイTC）・川緑　衛 （高洲TC）　　　準優勝

　　･男子70才以上 ダブルス　　　 大峠昌功（フォールート）・輿石文麿（群馬県テニス協会）　　ベスト8
　　･女子40才以上 シングルス　　　　松本恭子（クロスポイント）　　　　2R 　　
　　･女子55才以上 ダブルス　　　　　 小島崇子（サンTC)・柳田和子（神崎TCo）　　　　　　　　2R
　　･女子65才以上 シングルス　　　本田美智子（みかも山TC）　　　ベスト8 以上

　



　　　　　０７．１１．０１　栃木県テニス協会

　　　　　　　　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３０)　

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　10/14(日)第2回委員長会議　　18:00～ｺﾝｾｰﾚにて
　　　1)第62回国体(秋田わか杉国体)　9/30(日)～10/3(水)　成年女子　大分県と対戦し､1回戦敗退｡少年男子　1回戦香川県に２－１

　　　　　で快勝､2回戦は京都府に０－２で敗退｡少年女子　1回戦福島県に２－０で快勝､2回戦は宮崎県に０－２で敗退｡選手はじめ､　

　　　　　阿久津定之総監督､菊地千絵成年女子監督､少年男子毛塚英樹監督､少年女子山岸美智明監督､海老澤重一トレーナーご苦労様でした｡

　　　2)ジュニアの｢一貫指導推進事業｣｢第3回とちぎオープンｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ｣の報告｡｢マナーキッズテニス10/21(日)｣
　　　3)第22回関東実業団対抗ﾃﾆｽﾘｰｸﾞ戦報告---県勢4ﾁｰﾑ予選敗退､来年期待！
　　　4)普及委員会---9/23(日)テニスの日(雨模様の中実施)｡9/1～17　指導員養成講習会(専門･ﾃﾆｽ)の実施
　　　5)TTA中間決算の各委員会報告し､年度末に向け､収支予算の達成に努力！！
　　　6)TTA細則の一部改訂｡
　　　７）TTAロゴマークの募集---サンプル6件から選ぶか､ｵﾘｼﾞﾅﾙ9件の中から別途選定
　　　8)TTA事務所移転---10/15～
　　　9)｢TTAPﾗﾝｷﾝｸﾞ規程の見直し｣｢審判委員会からの意見｣｢JTA　ワンコイン制度の中間報告｣

　1､2　10/21(日)マナーキッズテニス　　栃木県初の実施！！
　　　1)10/21(日)10:00～12:30　栃木市立第三小学校体育館で実施
　　　2)約４０数名の児童＋父兄40数名参加｡小笠原流のマナーとテニスの基本(ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ～ｻｰﾋﾞｽまで)｡
　　　3)JTAの田中日出夫ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ＋田辺正事務局長＋小笠原流礼法　鈴木万亀子総師範及び､地元スタッフが看護士
　　　　の方含め19名の方々にお世話になり誠に有難うございました｡
　　　4)特に①約束を守る　　②相手の嫌がることはしない　　③目を見て話し､聞く
　　　　12/15～16　第3回ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ全国小学校団体戦　があり､多くの参加を！

2､　他大会の報告
　2､1　日本スポーツマスターズ2007 テニス競技会 （滋賀大会）　　9/14(金)～18(火)

　種目 　選手名 　　　戦　　　　　　　　　　　　　　　績

　男子S 増田　英倫 ﾍﾞｽﾄ16｡ﾍﾞｽﾄ8かけ第1ｼｰﾄﾞに4-6､4-6で惜敗

　　　　D 増渕　敏之･田沼　正芳 1回戦8-9(6)惜敗｡ｺﾝｿﾚ２回戦で

　女子S 松本　恭子 2回戦敗退｡ｺﾝｿﾚでﾍﾞｽﾄ４

　　　　D 内藤　千都子･佐藤　千恵子 ﾍﾞｽﾄ１６

　2､2　第２０回全国スポーツ･レクリェーション祭｢年齢別テニス｣(スポレクあおもり２００７)　

　　　　　０７．９．２３(日)～２４(月)　八戸市　　　(参考　　06.10.21(土)～22(日)鳥取市｡05.10.1(土)～4(火)　岩手県)

1 30歳以上 　男 坂田　陽一
2  　女 田村　亜紀子
3 40歳以上 　男 渡辺　努
4 　女 松沼　文子
5 50歳以上 　男 福田　利彦
6  　女 岡田　律子

(坂田)監督談
　大変お世話になりました。無事試合をこなし、怪我も無く帰ってくることが出来ました。成績は、リーグ戦３位｡
３位トーナメントのベスト４でした。
　全国大会とは言え、スポーツレクリエーションと交流を主とした大会だけに、ピリピリ感は無く、和気藹々とした雰囲気
の中リラックスしてよいパフォーマンスが出来、皆レベルアップしたと思います。
　２３日の夜に外で飲食した時他県の人達とも一緒になりテニス談議に花が咲き、より交流を深められました。
私の監督としての力量不足の為す所かもしれませんが、次の点を考慮お願いします。兎に角楽しかったのですが、
　1)栃木県の代表選抜方法からすると、毎年大会に行くのが初めての人で、所属がバラバラなペアなので連絡が取り辛く
　　チームの意見をまとめるのに時間が掛かるのと、行ってから無駄な部分が分かるので、必ず行われる代表者会議＆レセプション
　　等はどんな感じなのか？などの情報を皆が最初に知る事が出来ると色々選択しやすく、井村さんの負担も減ると思いました。
　2)全国大会では、チームとして戦うので大会前に代表者での練習会が有ると、初日から一体感の有る戦い方や応援が出来て、
　　成績も達成感も増すと思います。その為にも代表者が決まった時に監督が皆の連絡先を把握する様に薦めて下さい。
　3)今回青森チームは８チームも出ていました!!　何年か後に栃木県でスポレクが開催されるそうですが、今の選抜
　　方法では年齢別の大会を見ている限り人数が足りず何チームも作れないのではないでしょうか?
今後とも､年齢別の試合などでご指導お願いします。

　　　　(井村)記 1)第24回スポレクが､２０１１年(平成２３年)に､第２７回ねんりんピックが､２０１４年(平成２６年)に栃木県で開催されます｡

　栃木県勢が､強力な､多数のチームが参加できるよう､計画的に取組んで行きたい｡

2)ねんりん含め､事前練習の機会を持ちたいと思います｡

以上



　　　　　０７．１２．０１　栃木県テニス協会

　　　　　　　　理事長　　井村　孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３１)　

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　11/25(日)第2回理事長会議　　18:00～20:30　ｺﾝｾｰﾚにて

　　　1)第62回国体(秋田わか杉国体)　9/30(日)～10/3(水)　結果報告他
　　　2)｢JTA　ワンコイン制度の中間報告｣---1)08年はｶﾃｺﾞﾘｰⅠ(JTAの主催大会とそれに繋がる大会)で１００円の外税で実施

　　　　　2)ＮＴＣ(ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ)の運営費に当てる　　3)対象大会の詰めがJTAで今後要　　4)ジュニアの負担大
　　　3)ＴＴＡが､０８．４．１で５０周年---事業案4案の上､今後意見聴取(ケジメと費用､ﾛｺﾞﾏｰｸとｵﾘｼﾞﾅﾙ旗制作等)
　　　4)ジュニアの｢一貫指導推進事業｣｢第3回とちぎオープンｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ｣の報告｡｢マナーキッズテニス10/21(日)｣｡
　　　　9/23(日)テニスの日(雨模様の中実施)｡9/1～17　指導員養成講習会(専門･ﾃﾆｽ)の実施
　　　5)第22回関東実業団対抗ﾃﾆｽﾘｰｸﾞ戦報告---県勢4ﾁｰﾑ予選敗退､来年期待！
　　　6)TTA中間決算の各委員会報告し､年度末に向け､収支予算の達成に努力(繰越金　対予106%)
　　　７）TTA細則の一部改訂｡必要な場合｢接待等支出記録｣の提出
　　　8)TTAロゴマークの募集---サンプル１２件の中から別途最終選考投票の依頼
　　　9)TTA事務所移転---10/15～｡ＴＴＡ今後の活動日程｡　　　10)｢TTAPﾗﾝｷﾝｸﾞ規程の見直し｣｢審判委員会からの報告｣
　　　11)宇都宮テニス協会から｢２大会をﾗﾝｷﾝｸﾞ大会に｣---両毛選手権含め､12/26(水)までに、各市町村から、
　　　　　「ランキング大会要望書(大会名、本年実績、事由等)」を出してもらう｡それを踏まえ、年明けに、ランキングのＷＧ
　　　　　(昨年から、競技、ベテラン等)で検討、1/20か2/3の委員長会議で決定。

　1､2　11/27(火)14:00～16:30　ＫＴＡ常務理事会
　　　1)12/4(火)～7(金)関東ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽﾃﾆｽ選手権大会---100才と110才少ない､120才多数参加
　　　2)１／中旬で各都県の行事予定と予算の提出｡
　　　3)12/8(土)～9(日)ダンロップ関東決勝大会｡12/8(土)15:00～　KTA常務理事会
　　　4)０８年度関東オープン選手権大会---1)ﾍﾞﾃﾗﾝJOPが8年目でJOP基準で行う　　2)ＷＣの見直し
　　　5)育成強化資金(ワンコイン)の中間報告
　　　　①11/11(日)JTA　第2回育成強化資金委員会<ＫＴＡからは､東京(磯部)氏出席＞
　　　　　ｲ)東北､北信越､関西が検討中　　ﾛ)対象大会　　ｶﾃｺﾞﾘｰⅠ､全国ﾚﾃﾞｨｰｽ､日本ﾘｰｸﾞは０８年度実施｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国体予選､都市対抗予選､ｽﾎﾟﾚｸ･ねんりんの都府県予選は対象からはずす
　　　　②11/末に､KTA基準に基き､各都県協会に対象大会の調査実施

2､　全国大会での栃木県勢が活躍！！ 結果報告のタイミングもあり､一部掲載が遅れたことをお詫びします｡

　2､1　第８６回毎日テニス選手権大会(毎トー)　　8/13(月)～19(日)

　　　　　３５才シングルスで佐藤政大選手が､準決勝はファイナルで勝利､決勝は7-5､7-5で優勝

　2､2　第69回テイジン全日本ベテランテニス選手権’０７

　　1)期　日：予選・・・平成19年10月6日（土）～11日（木）　　本戦・・・平成19年10月7日（日）～16日（火）
　　2)会　場：東山公園テニスセンター　室内外共砂入り人工芝20面（室内4面）　〒468-0071　名古屋市天白区天白町八事裏山60-19

　　男子シングルス    35才以上　佐藤政大（サトウGTC）　ベスト4　　　　　60才以上　（予選）猪瀬久男（MTC）     惜敗
　　　　　       　　　　　65才以上　佐藤久和（ナマイTS）　 ベスト4
　　男子ダブルス　　55才以上  大野義和・中山三男（小山高専職員TC）　1R　　 60才以上　　高橋　勲・猪瀬久男（MTC）　2R(ベスト16)

　    　 65才以上　佐藤久和（ナマイTC）・川緑 衛 （高洲TC）　優　勝   　　70才以上　大峠昌功（フォールート）・橋本秀夫　　1R

　　女子シングルス　　　65才以上　　本田美智子（みかも山GrTC）　　　　2R（ベスト8）

　2､3　第31回全日本ローンコートベテランテニス選手権大会（テイジンベテランJOPグレードB1対象大会）
　　1)期　日：平成19年11月3日(土)～11月19日（月）雨天順延
　　2)会　場：ウインブルドン九州テニスクラブ（天然芝コート16面）　　〒849-0905佐賀県佐賀市金立町千布3907　　TEL0952-98-2241

　　　男子シングルス
　　　　　35才以上　　　佐藤政大（サトウGTC）　　　　優　勝
　　　　　70才以上　　　　小野寺重雄（サトウGTC）　　　　　　1R　

　2､4　ソニー生命カップ全国レディーステニス大会　　11月7日(水)～9日(金)

監督 海野久子 　選手 菅野喜久江 落合真由美 本間富士子

藤田元 佐藤美枝子佐藤ふじ子

成績 準決勝で神奈川県に０－３で敗戦､３位決定戦で大阪府に１－２で惜敗で､全国４位(大したもの！！)

　2､5　ねんりんピック茨城　　11/10(土)～12(月)　県西総合公園･筑西市明野中央公園
　　栃木県予選リーグで3位(雨で7ポイントのタイブレーク試合で調子出ず)、当日は5回も雨で中断で大変、
　　ナイターで18:30頃1日目終了。二日目は、3位グループで優勝し、実力発揮です。

柴田良一 小田切勝雄 六谷美智子

小堀和夫 篠田信征 木村敬子

以上

男子6０才 男子7０才 女子6０才



０８．０１．０３　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３２)　

謹賀新年　　皆様方には､昨年中は多々お世話になり誠に有難うございました｡０７年度も､あと３ｹ月

となりました｡次代を担うジュニアから､ベテランにいたる各種施策を実践し､即行動に移し､皆様方と

共に､より良い協会運営に努力していきたいと思います｡何卒ご意見､ご指導をお願い申し上げます｡

1､　11/29(木)　14:00～15:00　｢07年度栃木県民スポーツ大会の反省｣
　(1)08/5の実行委員会で､要項決定---０８年の１０／２６(日)に栃木県民スポーツ大会テニス実施
　(2)テニスの改正点　　①ｵｰﾀﾞｰ用紙の見直し　　②一般男子・女子・ベテラン各1名のみ変更は認める。
　　　第1回登録時に､きっちり選手に確認の上､県に提出する｡　　③オーダーオブプレー表を､大会パンフレットに来年
　　　掲載しない。時間変更になっても予定時間と思い込む人がいたため｡　　④栃木県テニス協会用に、「出場選手名簿
　　　を、０８年には添付する｡選手変更が多いことと､名簿で開会式前に監督会議を開催し確認する｡
　(3)大会1ｹ月前の08/9のPMに､組合せ抽選会＋代表者会議を実施

2､　１２／２(日)１８：００～　ＴＴＡ　第３回委員長会議の主な内容　(議論の一端をご参考にして下さい)
　(1)０７年度決算見込み---12/26(水)提出｡０８年度予算---1/8(火)提出
　(2)2008年度組織体制の見直し---県体協のVロード事業の兼合いで､組織図に明記
　(3)1/26(土)日体協公認スポーツ指導者　第25回栃木県研修会---佐藤淳一氏講師
　(4)TTA新ロゴマークの検討---３件に絞り､ｱﾝｹｰﾄ実施｡ＴＴＡ５０周年事業の一環
　(5)宇都宮市テニス選手権､両毛選手権等のＴＴＡＰにつき､ＷＧで検討

3､　第２５回　２００７ダンロップトーナメント　関東決勝大会
　(1)07.12.8(土)～9(日)､昭和の森テニスクラブで実施｡12/8(土)15:00～KTA常務理事会も実施｡

　(2)男子Ａの佐藤･黒田ﾍﾟｱは実力発揮で優勝(佐藤は前日から体調悪い中､大したもの)

　　　男子Bの増田･青木ﾍﾟｱは準優勝(他県はAが県Aクラス優勝ペア、Bが県Bクラス優勝ペア。

　　　栃木県はコンソレ優勝ペアとは県予選時、籤運が悪かったか､しかし強いなーと)｡

　　　ベテランの中澤･瀬野ﾍﾟｱの３位大したもの｡　団体で3位と頑張った！！

4､　12/12(水)14:00～　07年度国体(テニス)ヒアリング

　(1)第６３回国体関ブロ---8/23(土)～24(日)　甲府市小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園庭球場　　(8/28(木)ﾁｬﾚﾝｼﾞ大分国体締切)

　(2)県体協での競技力向上対策事業補助の前向きの見直し

　(3)中体連のﾌｫﾛｰ｡中長期の選手育成強化策

　(4)宇都宮市西川田の競馬場跡地に｢県体育館｣と｢陸上競技場兼ｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ｣の整備の検討開始に当り､

　　　各競技団体からの意見書の提出---テニスの要望内容

　　　1)県総合運動公園のテニスコートは１６面を３ｹ年計画で修理中｡大会運営考えると､最低内５面はナイター設備を

　　　2)日本屈指の｢シンボル総合設備｣の建設を！！

　　　3)テニスの場合､更にﾃﾆｽｺｰﾄ１２面＋室内４面(他競技と併用可)を建設を！

　　　4)2011年スポレク､2014年ねんりんの全国大会が栃木県で開催予定もある｡

5､　12／１３(木)13:30～　第20回全国健康福祉祭いばらぎ大会の意見交換会
　(1)テニスは､11/11(日)～12(月)　筑西市他で実施---１日目は雨の中､5回中断｡ﾀｲﾌﾞﾚｰｸの1試合5～6分程度に変更
　(2)ｺｰﾄの水はけが悪く､雑巾がけ(ｽﾎﾟﾝｼﾞ等の用具類の整備要)｡ﾅｲﾀｰで18:30終了
　（3)テニスは､期待されていたが､予選リーグ３位､第３位ｸﾞﾙｰﾌﾟで１位と頑張った｡
　(4)ねんりんピック鹿児島２００８(第21回全国健康福祉祭かごしま大会)

　平成２０年１０月２５日(土)～２８日(火)　かごしまで元気・ふれ合い・ゆめ噴火

以上



08.02.05　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３３)　

1､　１／２０(日)１８：００～　ＴＴＡ　第４回委員長会議の主な内容　(議論の一端をご参考にして下さい)
　(1)０７年度決算見込み---12/26(水)提出｡０８年度予算---1/8(火)提出　を踏まえ議論｡
　　　特に予算は､各委員会で更なる煮詰めをして､2/10(日)第５回委員長会議で議論する｡
　(2)2008年度組織体制の見直し---県体協のVロード事業の兼合いで､組織図に明記
　(3)1/26(土)日体協公認スポーツ指導者第25回栃木県研修会---佐藤淳一氏講師⇒５３名が参加
　(4)TTA新ロゴマークの検討---３件に絞り､ｱﾝｹｰﾄ実施｡ＴＴＡ５０周年事業の一環
　(5)宇都宮市テニス選手権､両毛選手権等のＴＴＡＰにつき､ＷＧで検討(2/9(土)15:00～)
　(6)各種大会にﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ､HPの活用と共に､選手間の口コミ等により､より多数の大会参加を！！
　　　隣県の茨城県と比較しても､ベテラン大会で約半分で､人口規模からももっと層の拡大要！！

2､　１/2３(水)　14:00～16:00　KTA常務理事会
　(1)12/4～7　第6回関東ﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会実施---120才以上参加増､｢ﾃﾆｽｼﾞｬｰﾅﾙ2月号｣に掲載
　(2)5/10～11　都市対抗の関東予選をさいたま市で実施---埼玉県､茨城県､千葉県+αの予定
　(3)ｽﾘｸｿﾝﾎﾞｰﾙが高く､ｼﾞｭﾆｱ大会のﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ補助基準の見直し､検討｡
　(4)関東ジュニア強化合宿３回実施---上位選抜者の参加を
　(5)３／１５(土)13:00～　｢グラフ､伊達､ナブラチロワの夢の対決｣有明ｺﾛｼｱﾑで､多数の参加を!!

3､　JTA｢ワンコイン制度｣の概要　(08.2.5時点)
　(1)キャッチフレーズ　　｢これからの百年日本のテニスを支えるのはあなたの１００円です｣

　(2)2008年「ナショナルトレーニングセンター」が設立され､それを支える08.4.1～「ワンコイン制度」がスタートします

　(3)日本のテニス発展のため選手およびジュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンターの

　　運営を中心に地域トレーニングセンターの整備等への資金を大会参加者に広くご負担頂く制度です。

　　「ナショナルトレーニングセンター（NTC）」及び「ワンコイン制度」について詳しくは　
　　http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin　をご覧ください。
  (4)参加にあたり、参加料とは別途、各種目ワンコイン制度金100円を負担｡団体戦の場合500円を負担｡

　　　JTAに納入する｡

　(5)TTAの08年の対象大会は､①ニッケ全日本栃木県予選　②第５回栃木県春季ベテランテニス選手権(E2）

　　　③栃木県ジュニア選手権関東ジュニア県予選等6大会　④実業団対抗春季テニスリーグ兼関東県予選　

　　　計９大会です｡

　(6)例えば､ｼﾝｸﾞﾙｽ　参加料￥３，０００＋ワンコイン制度金￥１００＝￥３，１００

　　　　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　 参加料￥4，０００＋ワンコイン制度金￥１００＝￥4，１００　　となります｡

　(7)今後理事会､総会で､ご理解いただくよう､誠心誠意ご説明したいと思いますのでご協力の程宜しく
　　　お願い申し上げます｡

以上

栃　　　木　　　県 茨　　　城　　　県
　　０７年県春季S 　　０７年県春季Ｄ 　　０７年県春季S 　　０７年県春季Ｄ

男子 女子 　計 男子 女子 　計 男子 女子 　計 男子 女子 　計

３５才 19 19 8 8 44 44 21 21
４０才 11 8 19 6 6 12 39 19 58 21 10 31
４５才 21 5 26 7 7 14 30 9 39 16 12 28
５０才 9 8 17 4 7 11 26 4 30 8 11 19
５５才 9 9 3 3 19 19 6 6 12
６０才 10 10 0 13 13 8 5 13
６５才 5 5 0 17 17 14 14
70才 4 4 5 5 6 6

計 88 21 109 28 20 48 193 32 225 100 44 144
対茨城 46% 66% 48% 28% 45% 33%



　　　　０８．０３．０３　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.３４)　

1､　２／１７(日)１８：００～　ＴＴＡ　第３回理事会の主な内容　(議論の一端をご参考にして下さい)

　(1)３０名の内､5名欠席＋オブザーバーで民間ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ代表(青木)氏､女子連小島栃木支部長が出席

　(2)2007年度決算---予算に比し繰越金は､約240K¥減(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰの購入､TTA50周年協会旗等)

　(3)2008年度予算---2007年度に比し繰越金は若干の減(県総合運動公園の値上げ､本国体が大分県で開催等)｡

　　　　　　　　　　　　　　経費の更なる節減､一方次代を担うジュニアへの投資へも力注ぐ要有り｡

　(4)TTA新ロゴマークの検討---３件に絞り､ｱﾝｹｰﾄ実施し決定｡ＴＴＡ５０周年事業の一環

　(5)｢ポイントランキング規程｣の見直し---①宇都宮市テニス選手権(ｸﾞﾚｰﾄﾞ1)､両毛選手権(ｸﾞﾚｰﾄﾞ2)､ﾍﾞﾃﾗﾝ選抜(ｸﾞﾚｰﾄﾞ3)

　(6)全６２ページのﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(又はＣＤ)の購入を！！　HPの活用と共に､選手間の口コミ等により､より多数の大会参加を！！

　(7)競技運営/ﾍﾞﾃﾗﾝ委員会ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの主な改善事項

　　①女性のダブルス・Ａトーナメントのドロー数拡大(３２→４８ドロー)　②Ｃクラス最低３試合の予選リーグ方式に｡

 　　Cの優勝者は次大会ＢのWCに　　③参加費の振込期限を延長　　④県春季ベテラン選手権は､ダブルスは５月の

　　連休は避け､ダブルスが4月20(日)､シングルスが5月6日(火)に実施　　⑤下野新聞社杯　栃木県秋季ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権の

　　シングルス･ダブルス共､他県からの要望もあり､オープン大会で実施　　

　(8)ジュニア委員会を中心とした｢プロジェクトＶロード一貫指導システム推進事業｣

　　　発掘・普及・育成・強化の次代を担うジュニアの１０ケ年計画の策定と精力的推進｡2/24(日)17:30～07年度纏め会議

　(9)以上を踏まえ､４／２０(日)15:00～17:00　総会(各地区役員3名出席を)　　17:15～17:45表彰式　　18:00～懇親会

2､　２/１８(月)　18:00～20:30　第44回JTAﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ会議(ＪＴＡ普及本部ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄプロモータ(井村)出席､月1回会議)

　(1)和歌山県､東京都杉並区等積極的推進のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ紹介
　(2)当ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの定着化のための展開戦略・戦術のだい６回意見交換の実施
　　1)栃木県では｢次代を担うジュニアの発掘･普及･育成･強化１０ケ年計画｣を策定し､その中で､07/10第1回ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽを実施
　　　県協会で３ケ年主催で実施｡栃木県での若年層の普及に最良の方法(NPO､ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ等の後援又は１２市町村
　　　協会との連携)を検討
　　2)県協会も厳しい収支の中だが、全くのボランティアでは、年間の大会・行事の運営には限度がある。最低限の
　　　日当/旅費の支給は必要となる。参加費徴収20K¥、マナーキッズテニス運営費140K¥で、栃木県テニス協会で、
　　　１２０Ｋ￥/回の出費となる。栃木県テニス協会では、07～09年は土台作り｡
　　3)ＪＴＡで｢テニスの悲願である文部科学省中体連加盟問題は、只今のところ平成２３年の加盟種目見直しの時にテニス競技
　　　の加盟が認められるという情報が有力視されています。｣とのことですが､ＪＴＡのリーダーシップに期待！　栃木県で
　　　県教育委員会､県体協と何度やっても埒があかない(中学校で７割やってないと駄目だとか)｡まずは中体連に入り､
　　　スポーツの機会均等を図るべきだ｡各県でなく､全国区で動く必要がると思う｡

3､　２／１９(火)１３：３０～　｢ねんりんピック鹿児島２００８｣打合せ(全１９団体参加)
　(1)栃木県予選　　　５／２５(日)　屋板運動場⇒予備日５／３０(金)

　(2)多くの方の参加を！！　　Ｈ２６には全国大会を栃木県で実施(参考　スポレクの全国大会はＨ２３年栃木県)

4､　『JTA｢ワンコイン制度｣の概要　』にご理解を！！

　(1)キャッチフレーズ　　｢これからの百年日本のテニスを支えるのはあなたの１００円です｣

　(2)2008年「ナショナルトレーニングセンター」が設立され､それを支える08.4.1～「ワンコイン制度」がスタートします｡

　(3)日本のテニス発展のため選手およびジュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンターの

　　運営を中心に地域トレーニングセンターの整備等への資金を大会参加者に広くご負担頂く制度です。

　　「ナショナルトレーニングセンター（NTC）」及び「ワンコイン制度」について詳しくは　
　　http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin　をご覧ください。
  (4)参加にあたり、参加料とは別途、各種目ワンコイン制度金100円を負担｡団体戦の場合500円を負担｡

　　　JTAに納入する｡

　(5)TTAの08年の対象大会は､①ニッケ全日本栃木県予選　②第５回栃木県春季ベテランテニス選手権(E2）

　　　③栃木県ジュニア選手権関東ジュニア県予選等6大会　④実業団対抗春季テニスリーグ兼関東県予選　

　　　計９大会です｡

　(6)例えば､ｼﾝｸﾞﾙｽ　参加料￥３，０００＋ワンコイン制度金￥１００＝￥３，１００

　　　　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　 参加料￥4，０００＋ワンコイン制度金￥１００＝￥4，１００　　となります｡

　(7)今後理事会､総会で､ご理解いただくよう､誠心誠意ご説明したいと思いますのでご協力の程宜しく

　　　お願い申し上げます｡

　　　　以上


